
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  

 

 

 

会 報 
 

日本勤労者山岳連盟（富山県連盟） 
新日本スポーツ連盟 

 

  
 

№ 142 
2012 年 7 月 1 日 
代表 岩井 富雄 
射水市宝町 1364-35 
TEL・FAX 57-8180 

7 月の企画案内  大長山と赤兎山  夏山ビック企画第一弾／南アルプス・北岳 
8 月の企画案内  夏山ビック企画第二弾 黒部源流   霧ケ峰トレッキング 
山行報告  クリーンハイク中山／登山教室／富士写ヶ岳  自主企画 浅間山 

山の事故対策―雷―    寄稿自転車 考（荒井英治） 
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平日企画 
 

【コース】 
キャンプ場  戸隠神社・奥社  鏡池  硯石 
  小鳥ヶ池  中社  越水ヶ原  キャンプ場 
歩行時間：5 時間 
技術度★☆☆☆☆ 体力度★☆☆☆☆ 
【参加申込】6 月 30 日 FAX 57-8180(岩井)へ 

 

大長山
お お ち ょ う ざ ん

（1671ｍ）・赤
あ か

兎山
う さ ぎ や ま

（1629ｍ） 

この時期は深緑が鮮やかブナの原生林と、赤兎平のニッコ

ウキスゲの花盛りです。残雪の白山をバックに初夏の山歩き

を楽しみます。 

クラブでは昨年の 11/3 に晩秋の穏やかな天気のもと赤

兎山を登りました。“こんないい山へ季節を変えて、また来

たい”という声もあり大長山を加えて企画しました。 

【集合・出発】5 時 00 分薬勝寺池 P 
【コース】 
登山口  小原峠  刈安山  大長山  小原峠  赤兎山  小原峠  登山口 

技術度★★☆☆☆ 体力度★★★★☆  累積標高差：1,150ｍ  歩行時間：7 時間 30 分    
L：堀井泰則 
赤兎山のみ★★or 大長山のみ★★★の参加も可能です。 
赤兎山 歩行時間 3 時間 30 分   大長山 歩行時間 4 時間 30 分 

【参加申込】7 月 8 日まで FAX 57-8180 岩井まで 
 

古来、水をつかさどる竜神がおわす霊峰として修験

者達の信仰を集めた戸隠連峰。その裾野は、戸隠神社

の宝光社、中社、奥社を中心に豊かな自然が残る高山

植物と野鳥のオアシスとなっている。森林植物園や戸

隠牧場周辺をはじめ遊歩道も整備され、好きなスポッ

トを選んでハイキングが楽しめます。 

 

赤兎平のニッコウキスゲと白山 

 

戸隠神社・奥社の参道の杉並木 
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 三島野 SC 夏山企画のメーンイベント！ 

 
3,192ｍ 

 

 

 

 

 

· 大樺沢周辺 - ウラジロナナカマド、エンレイソウ、クルマユリ、ゴゼンタチバナ、コミヤ

マカタバミ、サンカヨウ、シナノキンバイ、ショウジョウバカマ、センジュガンピ、タカネグ

ンナイフウロ、ニリンソウ、ミヤマシシウド、ミヤマハナシノブ、ヤマホタルブクロ  

· 八本歯のコル周辺 - イワハゼ、シロバナタカネビランジ、テガタチドリ、ハクサンイチ

ゲ、ハクサンチドリ、ミヤマキンバイ、ミヤマダイコンソウ  

· 山頂周辺 - イブキジャコウソウ、イワウメ、イワツメクサ、イワベンケイ、オヤマノエンド

ウ、キタダケソウ、キタダケトリカブト、キタダケヨモギ、キバナシャクナゲ、キバナノコマ

ノツメ、キンロバイ、タカネスミレ、タカネマンテマ、チシマギキョウ、チョウノスケソウ、ト

ウヤクリンドウ、ハイマツ、ミネウスユキソウ、ミヤマシオガマ  

· 小太郎尾根から草すべり一帯 - イブキトラノオ、アオノツガザクラ、エンレイソウ、オオ

バミゾホオズキ、コバイケイソウ、シナノキンバイ、シモツケソウ、タカネナデシコ、タカネ

バラ、ツマトリソウ、ハクサンフウロ、マイヅルソウ、ミヤマアキノキリンソウ、ミヤマキン

ポウゲ、ミヤマクロユリ、ヨツバシオガマ  

最も高山植物のほこる季節。花を愛でながら 

南アルプスの山稜を楽しく登りましょう 

北岳は何よりも、富士山に次ぐ日本第二位の高さにある。第三位の奥穂

高岳と僅か 2ｍの差とはいえ、堂々とした山容は南アルプスの盟主にふさ

わしい。 

高山植物が咲き誇る「花の北岳」でもある。 

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺 P 
【行 程】 
7／28(土) （北陸道・上信越道・長野道・中央道）韮崎 IC   芦安温泉（乗合タクシー）    

広河原から入山   白根御池小屋（泊）  歩行時間 3 時間 30 分 標高差 登り 700ｍ 
7／29(日)  白根御池小屋   小太郎尾根分岐   肩の小屋   北岳   北岳山荘(泊) 

歩行時間 6 時間 標高差 登り 900ｍ 下り 200ｍ 
（時間に余裕があれば中白根山へ 往復 1：30） 

7／30(月) 北岳山荘   八本歯コル   二俣   広河原（乗合タクシー）   芦安 
歩行時間 5 時間 標高差 下り 1,400ｍ 

（宿泊は小屋利用とテント泊のいずれかを選ぶことができます。参加申込時に決めてください。） 
技術度 ★★☆☆☆   体力度 ★★★☆☆  Ｌ：堀井泰則 

【費 用】小屋泊 30,000 円  テント泊 17,000 円 
【参加申込】7 月 15 日まで FAX57-8180（岩井）へ 問合せは 堀井 090-1314-6394 へ 

尚、7／22(日)14：30～ 打ち合わせ会を行います。於：小杉福祉会館 
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北岳より雲海と富士 2009 



 
 

 
3 泊４日 
山小屋泊 

 

新穂高温泉～鏡平～双六小屋／双六小屋～三俣蓮華岳～

鷲羽岳～水晶岳～雲の平／雲の平～三俣蓮華岳～双六岳

～双六小屋／双六小屋～新穂高温泉 

 

 

草原を歩くと、鳥のさえずり・風の音や水の流れる

音など耳に心地よく、見上げると手の届きそうな雲と

青い空が続きます。ここでしか見られないとっておき

の風景を楽しむために、さあ歩こう。 

上：雲の平  右：水晶岳 

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ 
歩行時間 
1 日目 7 時間／2 日目 9 時間／3 日目 6 時間／4 日目 6 時間 
技術度 ★★☆☆☆ 体力度★★★★☆ Ｌ：黒川 衛 
【費 用】30,000 円 
【参加申込】8 月 9 日まで FAX57-8180（岩井）へ 

北アルプスの懐深くに、ひっそり

と守られた桃源郷があるという。 

なだらかに続く山並み、大きなカ

ールに抱かれたお花畑。 

イワナが遊ぶ清らかな流れ、湿

原が点在する天に近い高原。 

訪れたものを魅了してやまない、

その地を“黒部源流”と人は呼ぶ。 

 

 

 

 

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ 
歩行時間：約 4 時間 
技術度 ★☆☆☆☆ 体力度 ★☆☆☆☆ 
※詳細は次号№143 に掲載します 

車山 山頂 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

   
上市町  1,255m 

  

  

ＮＨ：三島野ＳＣの山行は、毎回クリーンハイクにし

たいものです。 
ＭＫ：立山杉の巨木あり、初夏の花ありバラエテェに

富んだよい山だった。近くこんな山があるこ

とは幸せなことだ。 
ＫＭ：初めての中山。意外にも花が沢山あり、水も美

味しくよかったが、少し物足りなかった。 
ＡＫ：楽しい山行でした。お花も沢山見られました。 
ＨＩ：良い天気に恵まれて楽しい山行でした。 
ＨＫ：出発前は天候が心配でしたが、晴天でエンレイ

ソウ・シラネアオイ・ニリンソウなど多くの

花にお目にかかり大変満足しました。 
ＫＳ：久しぶりの中山は楽しかった。また花も沢山あっ

てよかった。 
ＲＮ：ニリンソウのお花畑が美しかった。 
ＹＨ：10 年ぶりの中山。立山杉の巨木やブナ林の美し

さ、ニリンソウの群落は見事でした。剱岳が

雲に隠れていたのが残念。 
ＣＵ：巨大な杉のパワーをもらいました。ゴミが少な

くクリーンな山で気持ちよかったです。 
ＮＯ：緑風をうけながらの山歩き。気持ちよかったで

す。 
ＨＭ：登りは新緑のブナ林、たくましい立山杉。下り

はサンカヨウ・ニリンソウの群生に癒され、

ゴミの無い山でした。 
ＩＭ：今日は知り合いを通してクリーンハイクに参加さ

せていただきありがとうございました。ゴミ

は見つかりませんでしたが、また機会があれ

ば参加したいです。 
ＨＫ：初めての参加でしたが、皆さんよい方で楽しく

登ることができました。植物や登山の知識も

豊富で勉強になりました。ありがとうござい

ました。 

 

【メンバー】Ｌ／黒川 衛、他１３名 

 

【行 程】 
薬勝寺Ｐ6：00  中山登山口 7：20～45   
最初の立山杉の巨木 8：25  稜線 9：00   
山頂 9：25～10：10  東小糸谷を下る 11：05 
  馬場島 11：40～12：10  薬勝寺Ｐ13：10 

 

 

 

参加者：（Ｌ）黒川 衛、他７名 

 

 

 

 

雨模様の中で、中止か否か迷ったが実施した。 

午前中の約２時間、雑穀谷で岩場に急斜面を 

想定して三点支持の登り下りを学びました。 

▲ 今日の登山学校は雨となりましたが、濡れた岩が

滑りやすいことが再認識しました。また、登りの

歩き方は一歩一歩膝をしっかり伸ばして歩くと疲

れにくいことを学びました。〈岩井〉 
▲ 生憎の小雨模様での訓練となったが、言葉ではな

く体験することで感じ、身につくものと思いまし

た。次回も参加したい。〈小坪哲〉 

▲濡れた岩は非常に滑りやすく、崖や岩場の登り・下

りの姿勢や手足の運び方などを教わりました。なかな

か難しかったです。晴天でも湿った岩に要注意。“小

雨の効果あり”の教室でした。〈小坪昭〉 

左・立山杉の巨木の

幹の太さを測る 

右・ニリンソウの道

を下る 
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石川県加賀市（旧山中町）  941.9ｍ 

【行 程】 
薬勝寺Ｐ5：00   徳光 PA5：35   我谷

登山口着 6：35 7：00 発   標高 495ｍ地

点 7：50   標高 660ｍ地点（ブナ林） 
富士写ヶ岳頂上 9：20～10：05   前山 10：
20※   （10：35・11：10 に休憩とる） 
枯淵着 12：05   町湯 出発   薬勝寺Ｐ

15：15 

下・こんなササユリを見ま

した 

（ネットから画像借用） 

 

 

【メンバー】Ｌ：背渡健治、他８名 

山の茜をかえりみて 

ひとつの山を終わりけり 

向のとりこの我が心 

早くも急がるる次の山 

（前山にて  深田久弥よむ） 

ＨＭ：思いがけずササユリが沢山あり、楽しく登りがいのある山でした。 
ＩＴ：シャクナゲもイワウチワも花は終わりでしたが、ササユリがよし。 
ＳＦ：標高のわりに登り甲斐のある山でした。 
ＫＭ：ブナ林とササユリがよかったです。今度はシャクナゲのシーズンに登りたい。 
ＳＭ：天気も良く、風呂も良かった。 
ＳＴ：ササユリが可憐に咲いていてよかった。 
ＳＨ：ササユリに出会って感動しました。 

 

 

左・ブナの美林を見入る 

季節は梅雨。そんな中快晴・快温に恵まれて、三島野 SC に入会して 2 回目の山行でした。我谷の真っ赤なつ

り橋を渡って、スタートです。すぐに強い急登が続き（標高から低山だと甘く思っていました）で、昨晩の婦中

ファボーレの食事の食べすぎの影響か体調優れず（今後気をつけよう）我慢の歩きでした。良きリーダーの下、

30 分毎の小休止と、まぶしいばかりの新緑と幻想的なブナ林の景観に見とれ、何時しか体調が戻ってきました。 

約 2 時間半で山頂に辿り着きました。9 時 30 分と早い昼食も気持ちよく食べられました。 

下山は急な下りが続き、私にはキツ何回もすべてしまいました。「……まだまだ修行が足りない」ことを痛感

しました。 

しかし、帰りの温泉（4 月にオープンしたばかりの片山津温泉・街湯）と徳光 SA のうどんですっかり快調に

なりました。みなさんのおかげです。今後ともよろしくお願いします。 

私の富士写ヶ岳     Ｓ・Ｍ 
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 自主企画の山行報告 

【行 程】 
6/17 薬勝寺Ｐ 6：00  高峰高原ホテル  池の平Ｐ10：05  東篭ノ登山（2228ｍ）11：00 

西篭ノ登山(昼食)  池の平Ｐ13：20  三方ヶ峰（2040ｍ）14：00  雲上の丘  雷の丘   
池の平Ｐ15：30  高峰高原ホテル 16：00（泊） 《行動時間 5 時間 30 分》 

6/18 車坂峠登山口 5：07 （表コース）  避難小屋（朝食）6：30～45  トーミの頭（2320ｍ） 
7：00  黒斑山（2404ｍ）7：20  蛇骨岳（2366ｍ）7：50  仙人岳（2319.1ｍ）8：10   
Ｊバンド 8：35～45  前掛山登山口 9：20  避難シェルター10：30  浅間山（前掛山 2524ｍ） 
10：50～11：10  前掛山登山口 12：10  草すべり下 12：30  トーミの頭 13：30～40 
中コース分岐 13：50  車坂峠 14：30  （高峰高原ホテルで入浴）  薬勝寺Ｐ19：00 
                           《行動時間 9 時間 30 分》 

メンバー：（Ｌ）堀井泰則、他３名 

篭ノ登山 ＆ 三方ヶ峰 ＆ 浅間山（前掛山） 
 

2,227ｍ 

 

 

  
2,040ｍ 

2,524ｍ 

 

ＮＯ：2 日間にわたりよいお天気で 2,000ｍの高原を十分に楽しみま

した。心配していた足も、最後まで頑張りました。 
ＡＫ：天候に恵まれてとっても良い山行でした。浅間山の雄大さに感

動しました。 
ＨＩ：初めての浅間山山行でした。難しいところもあったが楽しかっ

た。 
ＹＨ：1 日目は 2000ｍの高原散策で自然の豊かさを満喫。2 日目は

雄大な浅間山にどっぷり浸かることができ大満足。 
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薬勝寺 P を予定通り 6 時に出発した。出発時は曇天だが雨の気配は無い。だが夜半から今朝にかけて強い雨

だったので、雨を気にしながらの出発でした。小諸 IC を下り、霧のチェリーパークラインに入る。沿道に咲く

橙色のレンゲツツジは白い霧の中にあってひときわ目立つ。七曲の長い高原への道を登りきると霧が晴れ、目

的地の車坂峠（1,937ｍ）は雲上となっている。私たちは雲海の中を走ってきたのであった。高峰高原ホテル

に 9 時 30 分に着いた。 

 

 

 

Ｈ・Ｉ 

第 1 日目〈篭ノ登山・池の平湿原・三方ヶ峰〉 

ホテルで周辺のガイドパンフをもらい、湯の丸高原林道を走る。

ランプの宿・高峰温泉の前を通って篭ノ登山の登山口(2,060ｍ)

に着いた。 

篭ノ登山は車坂峠を隔てて、浅間山と対峙するように座してい

る。山頂は東西にピークがあり、東篭ノ登山へは 50 分。西篭ノ

登山（2,212ｍ）へはさらに 40 分くらい要し、東篭ノ登山山頂

から浅間山を拝むことができた。山頂は広いなだらかな“丘”み

たいで木立がなく四囲を遮るものが無い山岳展望である。 
 



 篭ノ登山登山道は自生したカラマツ林をぬってつけられ、日差しに新緑が映えて明るい。また、いたるところに

イワカガミが花を咲かせていた。アズマシャクナゲが多く自生しているが開花しているものは少なかったが、蕾は

鮮やかなシンク色できれいだった。ミネザクラも多く、時期が過ぎて僅かに花を残すだけだった。稜線には、ミネ

ズオウ、ツガザクラ、ミツバオウレン、コマクサ、ヒメイチゲが咲き誇っていた。 

 登山口の林道を挟んだ向いに池の平湿原がある。案内場には“湿原に砂漠化”

が進んでいることが記され、湿原になじまないイワカガミがあちこちに咲いてい

た。湿原を囲む三方ヶ峰に登るとそこにコマクサが、そして、見晴台と称するピ

ークにもコマクサが植生されて管理されていた。まだ小さい株が無数にあり、長

い時間を経て一人前になるだろう。 

充実した高原散策を終えてホテルにチェックイン。温泉の利用は 24 時間ＯＫ。

夕食は洋食（フランス料理？）。テーブルに沢山のフォークとナイフが置かれてあ

るが、順次に運ばれる料理に使うそれがわからない（事前にリハーサルしておけばよかった）。とにかく仲間のまね

をしていただく。最近食べたことが無いものばかり。登山にきて「リッチな

気分で食事」は初めてである。パンもおかわりし、お腹一杯になった。 

二人一部屋の贅沢さ。部屋の窓から見下ろす佐久平の夜景が美しく映える。

すでに敷かれたふかふかの布団にもぐりこんだ。 

〈第 2 日目 浅間山（前掛山）〉 

5 時出発。下界は雲海が広がって高度の高さを実感。ひんやりとする外気

だが雨具を着るまでもなく、長袖を重ね着をして歩き始めた。ホテルの前が

登山口。登りは表コース、下りを中コースをとることにした。行程は 9 時間

30 分である。登山道はよく整備されてあり、カラマツとシラビソの樹林帯を

行く。風雪に耐え成長した証の変形したカラマツの樹形。ほ

かであまり見ることはない奇異なカラマツが多い。火山特有

の溶岩台地と自生する木々がマッチして日本庭園の原型を思

わせる風景つくっていた。 

槍ヶ鞘の火山避難シェルター前で朝食。そこからやせた岩

稜の急斜面を登るとトーミの頭に出た。眼前に雄大な浅間山

の山容があらわれた。すばらしい景色にしばし見とれた。こ

こから第二外輪山の稜線を歩く。まず、黒斑山(2,404ｍ)。

浅間山のビューポイントである。さらに蛇骨岳(2,366ｍ)・

仙人岳(2,319ｍ)・仙人岳(2,254ｍ)・鋸岳(2,254ｍ)Ｊバン

ドを縦走し、そこから火口原の湯の原高原に向けて下る。湯

の原高原は雨で削られてできた縦縞の山容の浅間山を見上げ、

新緑のカラマツ、濃緑のシラビソの林を縫う平原。絨毯を敷いたように咲くミネズオウの白い花が可憐だ。 

いよいよ前掛山への標高差 550ｍの登り。火山溶岩と火山灰の登山道をゆっくりとテンポを刻んで登り、「立ち

入り禁止」の看板に着く。ここから少し登って火口の外輪山の稜線となって前掛山山頂に立った。ここまでの登山

が許可されていて「浅間山」の標識が立っている。穂高・槍から白馬までの北アルプスが遠望でき、八ヶ岳連峰、

雪の富士山までうっすらと望める。時を忘れてこの眺望を堪能した。 

少し下った避難シェルターで昼食をし、そこからひたすら下った。

そして難関「草すべり」の急登。ハクサンコザクラやイチゲなどの花

が苦しい登りを癒してくれた。トーミの頭までの標高差 350ｍを 1

時間 20 分を要して登りきって浅間山の雄姿を心ゆくまで眺めた。 

中コースを経て下山。計画どうり 14 時 30 分車坂峠に帰った。ホ

テルで温泉に浸かって(宿泊者は無料)さっぱりとして、家路を急いだ。

薬勝寺Ｐに 19 時に着き、今回の“信州の山旅”が完成
．．

した。 

梅雨の時期、天候に恵まれたこと、リーダーのおかげで計画通り登

山できたことは大変嬉しい。 
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第一外輪山 爆裂火口跡 

前掛山 



 

世の中で二番目に怖いのは 

地震、雷、火事、女房？ 古くから雷にかかわる

格言や諺は 100 以上を数える。その中には、山で役

立ちそうな事柄も多くみられる。逃げ場の少ない岩

稜などで雷につかまってしまうと大変危険。雷雲の

発生を予測し、すばやく退避しよう。 

観天望気から 

①「東の雷 雨降らず」 
夏の積乱雲により雷雲

が発生した時、西から東へ

移動する。つまりは東へと

遠ざかって行くので、雨や

落雷の心配が少ない。注意

が必要なのは北西の雷雲。まもなく近づいてくる兆

候だ。 
②「雷三日」 
 熱雷が発生すると 3 日間くらい続くことが多い。

気圧の谷の流れが遅く、寒気が通り過ぎるまで収ま

らない。熱雷は晴天時の午後発生しやすく、気温が

下がり始める夕方から宵にかけて消滅。入山時の目

安となるため、入山予定前日に気象状況を山小屋に

尋ねておこう。 
③「一つ雷に川渡すな」 

梅雨の終わりに多い。大きな雷が一つなると大雨

になる。河の増水に注意。 

予知・予防は 

① 週間予報、雷雨予報をマークする。山では早朝 
空が青く澄み渡っている、空気が澄んでいるなと感

じられるときは上空の寒気侵入により雷雲発生の恐

れがある。 
② 雷雲接近の兆しがみえたら携帯ラジオをいれ、 
ガガッという空電の有無を確認。（FM に空電は入ら

ない）ノイズの間隔が短く、近くに感じるときは雷

雲につかまっている場合が多い。雷鳴の聞こえる距

離は約 10km。稲妻が光ってから雷鳴の聞こえる距

離を予測する。約 330ｍ／秒。例えば 3 秒後であれ

ば 1km 圏内だ。 
③ 「早立ち、午後は早めに目的地」を心がけ、なる

べく稜線は午前中に通過しよう。 

避難場所・退避姿勢は 

① 隔日に安全な場所を 
探すのは困難だが、岩稜

であれば、岩稜下のハイ

マツ帯へ逃げるなど、少

しでも安全な場所に逃げ

込む。 
② 広い草原で動き回と 
登山者自身が「避雷針」になる。早めに退避して、

姿勢を低く保ち、両膝を抱え込む。 
③ 小屋の中では柱のそばや隅は避け、真ん中へ。 
④ 大きな樹木の根元から 4ｍ以上離れ、②の姿勢を 
とる。 
⑤ やせた稜線、岩場、浅い洞窟、周囲顔と込んだ場 
所はできるだけ避ける。やむをえない場合は、下に

ザックや

ロープを

敷き、そ

の上にう

ずくまる。 

 

 

 

7 月から 9 月の時期は南アルプス・北

アルプスなど高山に登る企画も多く、雷

に遭遇する危険性も高くなります。雷に

たいする知識を持つことが必要です。 

この項は労山発行の登山時報№438 か

ら抜粋しました。 

雷神・尾形光琳(画) 
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 編集担当から、自転車について一文書いて欲しい

と言われて、安請け合いしたものの、５月２０日の

期限を過ぎた２１日（世話人会の当日）になってや

っとパソコンを叩くことに。 小学生の時の夏休み

の宿題からの怠け癖は直らないです。 
 

 自転車に乗れない大人っているんですかね。それ

が居るんです。体力、バランス感覚の衰えた高齢者

なら分かるけど、元気な大人で自転車に乗れない人

なんているはずがない。僕はつい最近までそう思っ

ていたのです。ところが、つい１週間前にあるハイ

キング行事に参加した時、同乗者が『自転車にのれ

ない大人が身近に居る』と言うので、僕は驚いて『そ

んな人居る訳ない。』と言うと、その同乗者は『自分

の知っている人は女の人で、都会で生まれ育って中

学校、高校が自宅から近かったため自転車に乗る必

要が無かった』のだそうです。  その話を聞いて、

なるほどと妙に納得しました。自分が体験してきた

世界の範囲内でしかものを考えられないのかと自分

が可笑しくなりました。でも何かひとつ得をした気

分になりました。 
人類が車輪という機構をいつどこでだれが発見し

たのでしょうか。軸があってその外周を円形の輪が

滑りながら回転する車輪のアイデア。僕が想像する

に、無から閃きで天からアイデアが舞い降りてくる

はずはないから、実際に自然界に軸のある回転運動

の現象が存在していたのを偶々みた人がいて面白い

と感じたことが始まりではと。 
自然現象は何千年前も今もそんなに違った現象は

起きていない。僕の目の前で現在見られる、しかも

人間の関与無くして存在する自然現象で、軸のある

回転現象は？僕の身近なところでは、①葉のついた

二俣の折れた枝が大きな枝に引っかかってそれが強

風で廻っている。②川の流れのなかで枯れ木の枝に

刺さった枯葉が廻っている。このイメージと、既に

あった重いもの（例えば大きな石や材木）を転がり

丸太の上に乗せて

移動させるテクニ

ックとそして物を

滑らす油脂の利用

が合体して車輪が

生まれた。 それは

考古学の視界では

巨大石造物や巨大

木造構造物が遺物

として遺っている

古代文明の起こっ

た場所と時代に絞

られる。それから何千年の時間を経過して自転車が

現れた。それを思うと人間歴史への興味が断然強ま

ってきませんか。（これはこじつけか） 
 自転車ついて言いたいこと、語りたいことは沢山

あるけれど結局は取り留めのない与太話か自慢話に

終わるのですが、これから、気の向いた時に少しず

つ、投稿していきますので、“この人まともかいな”

と呆れるのもご自由です。 よろしくお付き合いく

ださい。  
 

紹介    日本勤労者山岳連盟 発行 

   登山時報 2012.7 №449 
 
この号で富山県に馴染み深い記事が記載されていま

した。「剱岳・池ノ平小屋日誌から―ある日の遭難事故」

と題した、この小屋の管理人菊池今朝和
あ さ と

山さんが寄稿

された読み物です。小屋と管理人が果されている山好

きの人達への温かい心と安全登山への熱い思いが綴ら

れています。 
また、5 月の連休に白馬

岳の大量遭難事故となっ

たパーテェを追い越し、下

山途中にその遭難現場を

発見したときの体験を糸

魚川労山の会員が報告さ

れています。生々しくその

時の気象条件、自らの装備

などを紹介しています。 
ほか、多面的な記事が連載されています。 

 

多くの会員の皆さんの購読を！（月／300 円） 

希望者は世話人会まで連絡してください。 

希望されれば見本誌を送ります。 

 

その 1 
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荒井 英治 



 

三島野スポーツクラブ運営役員 

任務分担 氏  名 住   所 TEL 
代 表 岩井 富雄 射水市宝町 1364-35 57-8180 
副代表 黒川  衛 射水市戸破栄町 1313-1 56-6755 
副代表 背渡 健治 高岡市五福町 11-45 23-2446 
会計担当 荒井 英治 射水市上野 465 56-3058 
会報担当 堀井 泰則 高岡市石瀬 748-6 25-2792 

 

７月の世話人会は 2 日(月)・16 日(月)です。ご出席をおねがいします。また、会員

はどなたでも自由に出席でき「登りたい山」「運営について」などの要望を言うことが

できます。気軽に遊びに来てください。尚、開会時間は７時 00 分～8 時 30 分です。 

  

   

  
   

◇ 夏山シーズン幕開けの企画が出されています。日本の夏・アルプスの夏を一人でも多くの会員と

ともに満喫しましょう。“可憐な花と高い峰と紺碧の空”そして、仲間。人生観が変るかも… 
◇ 梅雨時期の山行企画は、すべて『太陽の下』で行われ、参加した会員の“歓喜”の声が「ひとく

ち感想」にあふれています。でも、雨具を着て、たどりつた山小屋でほっと一息つきビールを酌

み交わし、明日の天気を期待する山行も味のあるものですよ。 
◇ 登山教室は生憎の雨でしたが、岩場の登り・下りを避けて登山はありえません。参加者がいまひ

とつ少なく、今後、開催のしかたや内容をみんなで話し合ってすべての会員のものにしなければ

ならないと思います。 
◇ サイクリングが今人気です。通勤に、休日にチョット遠くまでと。自転車の生産・売上げが伸び

ているそうです。しかし、爽快ですサイクリングは！ 

会報についてのご意見などお寄せください。山の出来事の面白い話も。 
 堀井まで E メールアドレス ho-748-6@p1.tcnet.ne.jp へ FAX 25-2792 
三島野スポーツクラブのホームページの IRL 
http://sportstoyama.namaste.jp/misimano/misimano.html  です 

書籍紹介 

著書は日本の登山の黎明期の山行の様子を読むものに伝えるとともに、

登山の原点を示しているように感じる。 
「槍ヶ岳から日本海」「小川谷より針ノ木岳」「毛勝山より剱岳」などの

当時の縦走の記録は、そこに記されている山の一部でも知っていたなら読

まずに要られなくなる。『点と記』でガイドとして勇名を馳せた宇治長次郎

のガイドで北アルプスを歩いている。名ガイドとしての言葉も著者は残し

ている。 
山に魅せられた諸氏にすすめたい本です。   （堀井） 

 
 

田部重治 著 
近藤信行 編 

発行：岩波書店 岩波文庫 735 円 

著者は富山市で生まれ、立山、剱、薬師を仰いで育った。東大英文科を

経て諸大学で教え、東洋大学教授。英文学者。 
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